ＪＡ鹿追町

No.488

い輝
い姫

主にアイス・ヨーグルト・味噌づくりの利用・研
修を担当しています。冬場は干し芋の製造・販売に
関する業務を担当しています。

き

488

✿仕事をはじめたきっかけ

ワーキングセン タ ー 係

藤丸が鹿追町にやってきた

✿仕事の内容

農業振興課

No.

き

小さい頃から作ることや食べることが好きで、学
生の時、食品科学を専攻したのをきっかけに、ます
ます十勝で食に携わった仕事がしたいと思うように
なりました。ご縁があって鹿追町でその思いが叶い
ました。

✿仕事をしていて楽しい事・大変な事
利用者の皆様と加工を通して接している時が一番
楽しいです。大変な事というか…食材の状態によっ
ては出来上がりの味に影響したりすることがあるの
で、食品加工の難しさを感じています。

福田

✿休日の過ごし方
温泉に行ったり競馬をしたり、のんびりと過ごし
ています。全国の競馬場に行くことが夢です（笑）

✿今後の目標

里穂 さん

ワーキングセンター勤務３年目になり、担当業務
も増え、とてもやりがいを感じています。もっとも
っと知識や経験を積んで、成長していきたいです。
私生活では、何か新しいことにチャレンジしたいで
す

ミルクスープパスタ

材

料 （１人分）

（発行所） 鹿追町農業協同組合
〒０８１―０２９３ 河東郡鹿追町新町４丁目
☎㈹（０１５６）６６―２１３１
（発行日） 平成 年４月 日

パスタ（乾麺）…………80ｇ
キャベツまたは白菜…葉１枚
玉ねぎ…………………1/4個
ベーコン…………………１枚
にんにく…………………少量
オリーブオイル…………適宜

水…………………100㏄
コンソメ………小さじ１
牛乳………………150㏄
粉チーズ………大さじ１
塩コショウ…………適宜
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作り方

27

2017

番地

5月

オープンと同時に大行列
A コープ鹿追店

うりっ子ルーム

①お湯を沸かし、キャベツを食べやすい大きさに切り、
玉ねぎを
薄切り、
にんにくをみじん切り、
ベーコンを１センチ角に切る。
②お湯が沸いたら、塩を入れてパスタを茹でる。
③フライパンに油を引き、にんにくを入れ、火をつけ、ベーコ
ンと野菜を炒める。
④キャベツがしんなりしてきたら、水とコンソメを加えて煮る。
⑤キャベツが柔らかくなったら牛乳を加え、沸騰しないように
気を付けて温める。
⑥粉チーズを加え、塩コショウで味を調える。
⑦茹で上がったパスタを加えて軽く合わせ、皿に盛り付ける。
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って

きた


オープンと同時に長蛇の列
道東唯一の百貨店となっ
た㈱藤丸が４月４日に、Ａ
コープ鹿追店でミニショッ
プを開催致しました。
当日は百貨店のブランド
力に注目が集まり、午前
時の開始と同時に行列がで
き大盛況となりました。
販売箇所は店内イベント
コーナー・昨年オープンし
たコインランドリー内フリ
ースペース・ＪＡ会議室の
３カ所を会場に開設し、藤
丸職員が直接接客に当たり
ました。
Ａコープ店内では「ドン
ク」の焼き立てクロワッサ
ンやモロゾフ半生ケーキ、
婦人ハンドバックの販売、
また、ＪＡ会議室ではスー
ツやＹシャツ・ネクタイの
販売、更にコインランドリ
ー内フリースペースでは化
粧品メーカーの肌診断等に
人気が集まりました。
このミニショップ企画は
藤丸百貨店・当Ａコープ店
がタイアップして実現した

もので、十勝管内でも初め
ての試みでしたが、予想以
上のお客様のご来場とご利
用を頂き大盛況となりまし
た。
多くの方にご来場頂き、
沢山のお買上げ、誠に有難
うございました。今後もま
た、企画し、ご案内致しま
すので宜しくお願い申し上

3

げます。

ワコールで日常生活を快適に

2
牡羊座 3/21～4/19
【全体運】人を当てにせず、自分のことは自力で励んだ方が手応えあり。新しい趣味を持つと、柔軟性が高まりそう
【健康運】話題のスポーツが体質に合い、好影響大
【幸運を呼ぶ食べ物】アジ
牡牛座 4/20～5/20
【全体運】新しいことにチャレンジする好機。思い切って行動を起こせば、スムーズに理想的な展開に。自分磨きもグッド
【健康運】つい食べ過ぎやすい月。自制が必要です
【幸運を呼ぶ食べ物】夏ミカン

輸入ワインセット・ジュースの試飲販売
当日一番人気
紳士服イージーオーダー即売会
婦人ハンドバックバーゲンセール

オープンと同時に多くのお客様の行列となりました
クロワッサンが大人気
SK-Ⅱ化粧品のお肌診断

がや
鹿追町に藤 丸

11

第


鹿追町Ｂ＆Ｗショウ審査結果

44

出品合計 17頭

○グランドチャンピオン
第７部（４歳以上クラス）

ビユーテイ

ＡＦ

スパート

ドリス

【出品者：髙田

泰輔】

【出品者：石山

隆】

【出品者：石山

隆】

【出品者：髙田

泰輔】

○リザーブチャンピオン
第７部（４歳以上クラス）

フカセフアーム

ＷＰ

サンチエス

ハーゲン

ＥＴ

○ジュニアチャンピオン
第２部（11ヵ月以上～14ヵ月未満未経産） ストーンヒル

リーガル

アモーレ

○リザーブジュニアチャンピオン
第１部（８ヵ月以上～11ヵ月未満未経産） ビユーテイ

サクランド

マツク

フレンデイ

ＥＴ

○タイプ＆プロダクション賞
第７部（４歳以上クラス）

ビユーテイ

ＡＦ

スパート

ドリス

【出品者：髙田

泰輔】

ビユーテイ

ＡＦ

スパート

ドリス

【出品者：髙田

泰輔】

○グランドベストアダー
第７部（４歳以上クラス）
○各部の１位

厳正な審査を行う審査員の木村達也さん（大樹町酪農家）

ＡＦ

スパート

ドリス

【出品者：髙田

泰輔】

ビユーテイ

ブライト

オービツト

フイーバー

ＥＴ

27
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第 回鹿追町ブラックアン

ビユーテイ

ドホワイトショウ（鹿追町乳

第８部（牧場牛群）

牛改良同志会主催）が４月

泰輔】

日に開催されました。

【出品者：髙田

当日は、風が強く肌寒い日

ドリス

となりましたが、町内の酪農

スパート

家自慢のホルスタイン 頭が

ＡＦ

穫】

出品されました。

ビユーテイ

【出品者：那賀島

ゲリオン

審査員に木村達也氏（大樹町

第７部（４歳以上クラス）

オーガスタ

酪農家）を迎え、各部とも激

エムビー

11

戦の中、今年度のグランドチ

第６部（３歳クラス）

エルシツク

ャンピオンには髙田泰輔さん

泰輔】

グレース

出品のビユーテイ ＡＦ ス

【出品者：髙田

モービユー

パート ドリス号（４歳以上

シルビア

第５部（２歳クラス）

クラス）が、ジュニアチャン

泰輔】

ハーゲン

ピオンには石山隆さん出品の

【出品者：髙田

バツクウエーブ

ストーンヒル リーガル ア

ＥＴ

第４部（17ヵ月以上未経産） ビユーテイ

14

モーレ号（ カ月以上 カ月

隆】

未満クラス）がそれぞれ選出

【出品者：石山

フタゴ

されました。

チエン

28

５月 日には十勝、
５月 ・

隆】

日には全道のブラックアン

スープ

【出品者：石山

アモーレ

ドホワイトショウがそれぞれ

第３部（14ヵ月以上～17ヵ月未満未経産） ストーンヒル

泰輔】

ＥＴ

開催され、本町出品牛の上位

リーガル

【出品者：髙田

フレンデイ

入賞が期待されます。

第２部（11ヵ月以上～14ヵ月未満未経産） ストーンヒル

マツク

尚、各部の１位は次の通り

サクランド

となりました。

第１部（８ヵ月以上～11ヵ月未満未経産） ビユーテイ

44

回 鹿追町ブラック アンドホワイトショウ

第44回

A T M 営 業 時 間
金融店舗・瓜幕事業所の貯金窓口営業時間が平成29年４月より９時から16時までに
変更となりましたが、ＡＴＭは下記の時間帯ご利用いただけます。

本

所

（第2・4土曜日除く）

Aコープ
鹿追店

平日

9：00〜17：00

土曜

9：00〜12：00

平日 【４～９月】9：00〜20：00
土曜 【10～３月】9：00〜19：00

東瓜幕
事業所

平日

9：00〜17：00

土曜

9：00〜16：00

日曜 【４～９月・11～３月】9：00〜18：00
祝日 
【10月】9：00〜19：00

事情により、営業時間が変更となる場合がございます。
また、農閑期・ゴールデンウィーク・年末年始は、営業時間が変更となる場合がございます。
詳しくは、金融店舗（☎66-2132）までお問い合わせください。

5

蟹座 6/22～7/22
【全体運】すんなり人脈を広げていける気配。初対面の相手でも気さくに話し掛けてみて。講演会などへの参加も好刺激に
【健康運】食生活のリズムが崩れ気味。自重が大事
【幸運を呼ぶ食べ物】ソラマメ

各部のチャンピオンに輝いた出品者と自慢の牛で記念撮影
双子座 5/21～6/21
【全体運】社交性を発揮でき、人気運が高まる兆し。ただ、注意力が散漫気味なので、慣れた作業ほど凡ミスに気を付けて
【健康運】ストレス解消には適度な休息を忘れずに
【幸運を呼ぶ食べ物】タラの芽

4

春 のＪＡ整備工場フェア

日に、加工業務用キャベ

般向けのパッケージサラダを主力

から、品質や取組が優秀な産地と

おり、北は北海道から南は九州ま

事業所は全国５カ所に展開して

として製造しています。

して、しかりべつ高原野菜出荷組

での原料を集めています。
今回、数多くある産地の中から
産されたキャベツの品質が認めら

しかりべつ高原野菜出荷組合で生

㈱サラダクラブは、キューピー

した。

て加藤元幸役員が式典に出席しま

合が表彰され、出荷組合を代表し

ツの販売先である㈱サラダクラブ

４月

㈱サラダクラブ からの表彰

回春のＪＡ整備工
日㈯

喜ばれました。
お食事コーナーでは、大
好評の心喜一天の豚丼、し
かめんの温かいそば・うど
ん、小柳食品の美味しいた
い焼・たこ焼を会場内でお
召し上がり頂きました。
今回のフェアには、アグ
ミニチュアとオリジナル作

リファッションによる農機

会場内では、新車や人気
業服等も販売され、お子様
が農機ミニチュアを抱え喜
んで帰る姿も見られました。
多くのご来場を賜り、ご利

本年も整備工場フェアに

タイヤコーナーでは、夏

整備工場では、車検を更
新した車輌を対象にＪＡス
タンドにおいて、ガソリン・
軽油を店頭価格より３円／
Ｌ値引きを実施しておりま
すので、今後も低価格で安
心車検の整備工場のご利用
をお待ちしております。

【お知らせ】

申し上げます。

用頂きました事に厚くお礼

て、 名の参加のもと、入門者ゼ

者や女性農業者の経営参画に向け

３月 日、次代を担う農業後継

ミを開講しました。
今年度の入門者ゼミでは、一年



３９２３）

（初参加のおとめさん）

易かったです。

丁寧に話をしてくれてとても分り

入門者ゼミ

おとめ ごころ

さい。
（☎

課までお気軽にお問合せ下

興味のある方は総務部経営

取りまとめを行いましたが、

３月に一年間の参加者の

ゼミを終了しました。

ながら懇親を深め、入門者

説明終了後は昼食を取り

した。

熱心に質問が出されていま

て説明が行われ、それぞれ

勘の見方が異なるので別れ

産それぞれの経営形態で組

その後、畑作と酪農・畜

職員が説明を行いました。

報告書」をテーマに融資課

勘について」や「組勘収支

次回以降のゼミに繋がる「組

今回は第１回目として、

を中心に行う予定です。

今年 も入門者ゼミ を開講

ントし、ご来場のお客様に

ふわ風船と綿あめをプレゼ

ジーの苗とお子様にはふわ

により、色とりどりのパン

ートのご協力とゲーム参加

しみコーナーでは、アンケ

プレゼントしました。お楽

念品としてオイル交換券を

ご成約頂いた方には成約記

タイヤを特別価格で販売し、

類を展示販売致しました。

業向けの小農具・各種工具

タイヤショベルの他、春作

の中古車、新型トラクター・

買い上げを頂きました。

列を成し、多くの方々にお

特価商品を求めるお客様で

に掲載の食料品・雑貨品の

まれ開店時間前よりチラシ

しました。当日は晴天に恵

時より、花火を合図に開催

場フェア」を４月

「第

お買い得商品、農機ミニチュアが大好評

第14回

れ、各工場や消費者に支持された
ことから表彰されています。
しかりべつ高原野菜出荷

15

14

間の営農の軸となる「営農計画書」

66

－

組合では、従来より安全・
安心で良品質な野菜生産に
力を入れていますが、今回
この様な評価を頂けたこと
を励みにし、これからも全
国の方に喜んでもらえる野
菜を生産して参ります。

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

6
7

10
和気あいあいとした雰囲気でした

獅子座 7/23～8/22
【全体運】プレッシャーを感じやすいよう。できる人と比較せず、
「自分は自分」と開き直って。気晴らしには散歩が正解
【健康運】姿勢矯正を。体調改善に効果があります
【幸運を呼ぶ食べ物】メバル
乙女座 8/23～9/22
【全体運】行動力がアップします。さまざまなジャンルに意欲が湧きそう。失敗を恐れず、どんどん試してみるのがベスト
【健康運】気が短くなる暗示が。笑顔が健康の秘訣（ひけつ）
【幸運を呼ぶ食べ物】サザエ

好評だった農機ミニチュアとオリジナル作業服

31

16

19

と三菱商事が出資した企業で、一

最優秀賞受賞 

『農を醸す』では鹿追町の農業の発展に向けて組
織されている組合や取組み内容を紹介する中で、
農業人の皆さんの心意気を発信していきます。

年に一回、生産者家族も交えて

●特徴的な取組みはありますか

鹿 追 町 養 豚 組 合
●組合の成立ちについて教えて下

す

かも

農 を醸
今回は『鹿追町養豚組合』につ
さい
学ぶ」というのはとても大切です。

いて組合長の加藤聡さん、監事の
います。実は養豚組合発足の成立
もちろん、家族間の交流も兼ねて

学 習 会 を 行 っ て い ま す。「 家 族 と

ち当時を知っている人がもう僅か
いますが、家族皆で学ぶ事で

昭和 年に養豚組合は発足して

になっていますが、ちょうど今年
家族内で情報を共有出来ま

す。全て市場原理に任せられてい

格も関東を中心に決められていま

豚の主な産地は関東で、枝肉価

十勝へ発信と交渉をし、少しずつ

よう」と鹿追町の養豚組合から

海道でも価格交渉が出来る様にし

渉を繰り返しています。実際に
「北

良くする為に日々勉強、そして交

界の現状を少しでも

っかり持ち、養豚業

が〝原理と論理〟
をし

う様には通りません

部団体への要求も思

の確立を訴え続けていく事が必要

為にも生産者が一体となり、制度

信していく必要があります。その

等に任せるだけでなく、自らが発

きる体制作りをする為、上部団体

ん。養豚農家が生産だけに集中で

２２２戸と決して多くはありませ

た、北海道全体で見ても生産者は

に出荷出来る様にする事です。ま

高品質で選ばれる豚肉を安定的

旨みを感じながら、ぜひ食べてみ

さがないのが特徴なので、豚肉の

鹿追産の豚肉は脂が甘く、くど

けたらと思います。

でも知って貰い、分かち合って頂

消費者の方にも養豚の事を少し

●消費者の皆様へ

る為、乳価と違い、価格交渉が出

て下さい。

生産者
です。

●今後の課題はありますか

の共有はとても大切です。

す。仕事をする上で、情報

で設立 年目を迎えます。

上村政浩さん、生産者の伊藤直さ
んにお話を伺いました。
●鹿追町養豚組合（以下、養豚組
合）は何をしている組合ですか
養豚組合は鹿追町に３戸ある養
豚生産者が集まり、養豚の振興や
共励会への出品、研修会等を行っ
ています。

は置かれている状況
は全く違っています。
十勝でも養豚農家
は 戸と少なく、上

直さん
伊藤

42

50

ですが変わり出しています。

●苦労話はありますか

政浩さん
上村

事
監

聡さん
加藤

来ません。その様な面で酪農家と

12

8
天秤座 9/23～10/23
【全体運】物事を邪推しやすい時期です。信じる気持ちを大切に。気分転換するには森林浴やトレッキングでリラックスを
【健康運】体力増強に力を注ぐと、元気になれそう
【幸運を呼ぶ食べ物】フキ
蠍座 10/24～11/22
【全体運】何かと迷いが生まれやすい期間。信頼できる人に相談して、知恵を貸してもらって。開運には芸術鑑賞がお勧め
【健康運】運動不足になりやすい。小まめに動いて
【幸運を呼ぶ食べ物】ルッコラ

9

組合長

家族や地域
の方々の支
えにより前
向きに頭を
切り替える

し、鹿追町内で例年「てん

今回は過去の怪我を克服
続けてきた

で何気なく

した。今ま

怪我 を経験 して
見 えてきた農業
菜収量上位生産者」の美蔓
作業でも実

事が出来ま

地区、山崎広志さんに取組
際は無駄な

する取組み方が大きく変わ

我をしてから私の農業に対

平成 年に足に大きな怪

ますか？

●どんな農業を目指してい

掛けています。

事も調べて確認するよう心

違う事があるので自分で何

によって測定される数値が

しますが、天候や畑の場所

ら提供される資料も参考に

っています。各関係機関か

ていて施肥設計を自分で行

をしても、楽をして作業を

「一生懸命汗を流して作業

りも減らす事が出来ました。

事で車輛の維持費は以前よ

要な期間は外部に委託する

用しない車輛は処分して必

した。また、短期間しか使

る家族の負担を軽減出来ま

防除を実践して草取りによ

ミングを日々研究し、適期

果的なタイ

薬散布の効

例えば、農

組み、

も農作業に余裕を持って取

探し研究しています。今後

に一番適した安価な肥料を

土壌診断をして自分の畑

ますか？

●今後の目標や課題はあり

指しています。

時間に余裕のある農業を目

いかに楽をするかを考えて、

は辞めて収量を落とさず、

歳になった時に同

しても収量が同じならば楽

古い型式のビート移植機も大事に使用しています

いに悩みました。しかし、

辞めようかと考えた程、大
す。だから今は無駄な作業

な方がいい」と私は考えま

いられるかが私の目標です。

年代よりいかに若く元気で

平成 年にピュアモルトを

町に居た事がありました。

モルトの研修生として鹿追

野口さんは、以前ピュア

て活躍されています。

笹川北斗農場の従業員とし

身）は平成 年 月から

野口佳愛さん（福岡県出

ます」

8

卒業し、福岡県に戻ってト
リマーの仕事をしていまし
たが、また鹿追町で牛の仕
事がしたいと考えていまし
た。ピュアモルトの同期の
結婚式で鹿追町に来た際、
知人に牛の仕事を紹介して
欲しいと相談したところ、
笹川北斗農場を紹介され
たのがきっかけで働く事に
なったそうです。
野口さんに働いてみた感
想を伺いました。
「肉牛は初めてでしたが
牛の見方を一から勉強して
自分で牛を見る事が出来る
様になり、和牛の子牛を任
せてもらっています。子牛
を見守り一緒に成長してい
く中で責任感を感じとても
やりがいを感じています」
「仕事をする上で最も心
がけている事は牛の調子が

丈夫に育てる事を心がけて

して死なせない様、健康で

牛は早期発見・早期治療を

る事です。具合の悪そうな

の方々に知って食べてもら

て、和牛のおいしさを多く

牛を健康で丈夫に大きく育

今後の目標は「今以上に

いました。

です」と笑顔で話して下さ

える様に頑張っていきたい

日も牛の観察に来てしまい

状態が気になるので休みの

休日の過ごし方は「牛の

います」

大好きな子牛にキスをされる佳愛さん使

25

究
む
わ
き

みや考え方についてお話を
作業も多い
い機会にな

伺いました。
りは何ですか？
りました。

と気づく良

土壌診断を 歳頃からし

●農業を営む上でのこだわ

（農）

りました。入院中は農業を

25

悪くなっていないか観察す

70

11

『究（きわむ）』では個人（農業者に限らず）のこだ
わりや取組みをクローズアップし紹介していく中で、農
業者を始め、町民皆様の気づきや参考となる一つの考え
方を情報として発信していきます。

佳愛さん

22

今後の農業について笑顔で語る山崎さん

笹川 （農）
笹川北斗農場従業員

10
射手座 11/23～12/21
【全体運】心理的に不安定になる暗示。マイナス思考せず、意識的に良い方向に考えましょう。読書をすると良いヒントが
【健康運】疲れをため込みがち。無理するのは厳禁
【幸運を呼ぶ食べ物】ウニ
山羊座 12/22～1/19
【全体運】レジャー運が盛り上がっています。気の合う仲間たちとにぎやかに過ごして。クリエーティブな楽しみもラッキー
【健康運】健康法に凝りやすいよう。やり過ぎは×
【幸運を呼ぶ食べ物】カツオ

11

か あい

野口

（農）

広志さん
山崎
美 蔓

牛が
大好きです

りました。

酪農の技能実習のため

期中国人農業技能実習生２名が来町

人農業技能実習生２名がこのほど

外国人技能実習制度による中国
て、４月末には、計画に即した３

等についての基本的な講習を受け

の実態や日本での生活習慣・文化

第

来町し、３月 日にＪＡと外国人

歓迎式を開催しました。

研修生受入農家連絡会による受入
っています。

年間の技能実習を始める予定にな

式では、ＪＡ佐藤組合長、増田

連絡会会長、来賓の田町長から

歓迎と激励の挨拶が述べられ、実
ら ぎょく

習生を代表して㈱ファームシロ牧

場へ実習に入る羅玉さんが技能実

習への強い意気込みを述べられま

した。
その後、現在実習中の第８期生

５名・第９期生 名と受入農家の

方々も交えて会食を行いました。
今回新しく２名が加わり 名と

なりましたが、６月に１名が入国

予定となっており、今年度は７戸

の組合員宅で 名が実習すること

になり、いずれの受入農家も実習

生の積極的で明るい姿勢を高く評

価しています。
技能実習生は中国湖北省認証の

送出し機関で３カ月間の事前教育

を受け来日し、今後１カ月間ＪＡ

を中心に町・新得警察署鹿追駐在

所・消防署等関係機関で本町農業

④音楽鑑賞

頑張りたいと思います。

⑤分からない事ばかりですが、

③畑作

②平成６年６月３日

①通明

部活動に期待が膨らむ懇談会とな

新年度も益々元気みなぎる女性

ない様子が伺えました。

時刻を過ぎても、まだまだ話足り

例年よりも話が盛上り、終了予定

とても賑やかに懇談が進みました

４月 日、女性部部員 名、Ｊ
Ａ常勤役員・職員 名、総勢 名
の参加により女性部・常勤役員と
の懇談会を開催しました。
女性部の新入部員の参加や農協
の機構改革で新しい顔ぶれの中、

日

④映画鑑賞

⑤よろしくお願いします。

③酪農

②昭和 年３月

①通明

今年も賑やかに懇談が進みました。

①笹川
④運動

②平成７年２月 日
③酪農
⑤わからないこと も 多 く あ る と
思いますが、頑 張 っ て い き た
いと思います。

プロフィール紹介
①地区名（支部）④趣味
②生年月日
⑤抱負
③経営形態

21

ＪＡ期待 の

新戦力
５名

【生年月日】 平成 年 月５日
【出 身 地】 鹿追町
【出 身 校】 鹿追高等学校
負】 地元の農業に貢献
【抱
し、
少しでも多くの人の支えにな
れる職員を目指しています。ま
だまだ未熟ですが精一杯頑張り
ますので宜しくお願いします。

【生年月日】 平成６年７月 日
【出 身 地】 札幌市
【出 身 校】 北海学園大学
【抱
負】 社会人としての自
覚を持ち、組合員の皆様や、町
民の方々に頼られるＪＡ職員に
なれる様、
日々努力しますので、
宜しくお願いします。

【生年月日】 平成５年 月 日
【出 身 地】 札幌市
【出 身 校】 帯広畜産大学
【抱
負】 一日一日を大切に
し、日々の業務に取組み、早く
組合員の皆様の役に立てる様に
尽力致します。

12

浩典

青年部

29

14

22

【生年月日】 平成 年４月２日
【出 身 地】 幕別町札内
【出 身 校】 帯広南商業高等学校
【抱
負】 貯金共済課貯金業
務担当になりました。一日も早
く仕事に慣れ、
戦力となれる様、
精進致しますので、宜しくお願
いします。

てる あき

ひろ のり

①上幌内
②平成４年１月 日
③酪農・畑作
④野球・スノーボード
⑤上幌内地区や鹿追町の発展に
貢献できるような立派な酪農
家になりたいです。よろしく
お願いします。

にの みや

み よし

ふじ た

の部員が新たに入部しました。

①瓜幕
②平成５年６月 日
③酪農
④野球
⑤一日一日を大切に、日々成長
することを目指していきたい
です。また、健康に注意して
過ごします。

周平
しゅう へい

二宮
18

三好 輝哲
み さき

あや り

14

新入部員紹介
７名

10
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

26

①笹川
②平成７年３月９日
③野菜・畑作
④スノーボード・フットサル
⑤まだまだ知らないことが沢山
ありますが、これからも頑張
っていきたいです。よろしく
お願いします。

10

慎
わか はら

12

①北鹿追
②平成６年 月６ 日
③酪農
④お酒を飲むこと ・ ド ラ イ ブ
⑤何もわからない の で ご 指 導 よ
ろしくお願いし ま す 。 精 一 杯
頑張ります

10

10

輝

まつ うら

ひかる

松浦

まこと

若原

23

【生年月日】 平成７年２月 日
【出 身 地】 帯広市
【出 身 校】 北星学園大学

負】 組合員の方々は勿論、
【抱
町民からも信頼される様、誠実に
仕事に励みます。ご迷惑をかける
こともあるとは思いますが、ご指
導宜しくお願い致します。

12
水瓶座 1/20～2/18
【全体運】言葉が足りず、身近な人ともめてしまうかも。悪いと思ったら、素直に反省し、すぐに謝って。優しさも必須
【健康運】安定期。軽い運動が調子を上向かせそう
【幸運を呼ぶ食べ物】ニンニク
魚座 2/19～3/20
【全体運】いろいろなことに興味を感じる星回り。無料体験教室などに参加して。ただ、手を広げ過ぎると永続性に難あり
【健康運】ささいなけがに、ご用心。行動は冷静に！
【幸運を呼ぶ食べ物】タケノコ

13

10

やま ぐち

綾里

藤田
28

あき

か とう

山口 美咲
國島
くに しま

晟
加藤

とも ひろ

しろ

ひで のり
たか つか

秀教

髙塚

たか ひろ
さ とう

貴洋

佐藤

とも なり
おく あき

朋成

奥秋

知大
城

19

～活気ある女性部活動に期待～

10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20

29

60

女性部・常勤役員との懇談会
10

てＪＡ農産課より第 次農業振興

畑 作 農 業 講 習 会 開催される
３月 日、ＪＡ鹿追町大会議室
を会場に生産者他農業関係者 名
の参加により、畑作農業講習会を

計画の内容で講演・懇談を行いま
した。

は急速に普及しているＩＣＴ農業

立命館大学教授深尾隆則氏から
携わっていることから、様々な分

等の自動（無人）運転の研究にも

自動車や飛行ロボット、ドローン

深尾氏は農業関連だけでなく、

や最新のロボット技術について、
野でＩＣＴが脚光を浴び期待され

開催しました。

農研機構若林勝史氏からは昨年実
ている技術であることが話されま
した。
若林氏はドイツで行われている
トランスボーダーファーミング（圃
場の有効利用による作業効率の向
上を図る大区画化）やマシーネン
リング（機械銀行）とドイツ農業
の実状について報告がありました。
現在の鹿追町農業において
『労
働力不足』が大きな課題となる中、
参加者からは馬鈴しょ収穫を補助
するロボットはないか、畑作の『法
人化』はどう考えているか等現状
の課題に対して、いかにして改善
していくかといった質問が出され
ました。
ますます規模拡大が進む鹿追町

い。鹿追町では種馬鈴しょを生産

土壌病害虫蔓延防止対策について
馬鈴しょの土壌病害虫で最も恐

しょの生産が出来なくなります。

しており、シストセンチュウの発

シストセンチュウは馬鈴しょを
基幹作物である馬鈴しょ生産を続

れられている害虫が「ジャガイモ

始めとするナス科作物に寄生し、
けていくためにも、皆様の協力を

生が確認された地域では、種馬鈴

一度侵入すると撲滅するのが非常
お願いします。尚、センチュウが

シストセンチュウ」です。

に困難な害虫です。
付着した馬鈴しょを食べても、人
体には影響はありませんのでご安

そのため町民の皆様には、次の

点に協力をお願いします。
心下さい。不明
たら、農産課（☎

な点がありまし

１．町外から極力土壌の持込をし
ない

２．畑には極力入らない
２３２６）

く、土壌で移動する事から、土の
をお願いします。

まで問い合わせ

シストセンチュウは非常に小さ

持ち運びには特に注意をして下さ

年３月

日

人事異動
平成

年４月１日

 細 谷 健 太
田 中 瑛 士
小丹枝 優 美

十勝管内シストセンチュウ発生市町村
帯広市・芽室町・音更町・上士幌町・
清水町・幕別町・浦幌町

拡大図



國 島 綾 里

信用部貯金共済課（貯金業務）
山 口 美 咲

藤 田 浩 典

総務部管理課（管理業務）

三 好 輝 哲

購買部資材課（資材業務）

二 宮 周 平

営農部畜産課（酪農指導業務）

総務部付 株式会社鹿追町Ｔ
ＭＲセンター出向
眞 鍋 就 人

信用部融資課主任（相談業務）
馬 場 蓮 也

信用部融資課主任（相談業務）
濱 澤 一 平

〈採 用〉
専門職員 営農部コントラ課
（農作業受委託業務）
清 澤 和 也

専門職員 営農部コントラ課
（農作業受委託業務）
樋 口 優 一

専門職員 営農部コントラ課
（農作業受委託業務）
千 葉 卓 哉

専門職員 営農部コントラ課
（農作業受委託業務）
恩 田 憲 二

〈見習い〉
信用部貯金共済課（共済業務）

平成




依願退職

29

29

農業を第 次農業振興計画の中で

お得な情報がいっぱいあります！

ジャガイモシストセンチュウの寄生状況
31

66
－

10

労働力対策を進め、農業の発展を

５月から
日
曜
祝
日

支えて参ります。

間
閉 店
午後7時00分
午後6時00分
午後6時00分

10

現在、仮営業をしております。
ご迷惑をお掛けしておりますが、ご利用をよろしくお願い致します。
また、オイル交換、タイヤ交換の予約を承っておりますので、給油所スタッフ
までお声掛け下さい。（ＪＡの別施設で作業を行っております）

鹿追給油所 ７月中旬 グランドオープン

ジャガイモシストセンチュウ被害ほ場

仮営業期間中、
店頭価格より
１円/ℓ値引き
実施中
時

営 業
開 店
午前8時00分
午前9時00分
午前8時00分

深尾教授からは ICT の最先端について講演頂きました

施したドイツ研修視察報告、そし

≪鹿追給油所完成イメージ図≫

14
15

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
ふき取り
スペース

グランドオープから
３日間、店頭給油の
お客様に粗品を進呈
致します。

ドライブスルー
洗車
スプレー洗車
手洗い
洗車室
サービスルーム

JA

★
★

≪営業時間のお知らせ≫

・Ａコープ各店での１回の買い物レシート
5,000円以上持参で燃料３円/ℓ値引き
・ＪＡ鹿追町車輌整備工場で車検を更新した
車輌に対して燃料値引き
（３円/ℓ値引きの特典給油回数は４回です）
※それぞれ取扱い条件が異なりますので、
詳しくは給油所スタッフにお尋ね下さい。

25

23

報
な
に

気

ドライブスルー洗車 ・ スプレー洗車設置
キーパーコーティング（手洗い洗車）開始

館
情
る

今期はウリ科の野菜としてメロン・スイカ・カボチャ・キュウリについて
解説していきます。
皆さんは、メロンやスイカを家庭菜園で栽培するのは難しいと思っていま
せんか？実はポイントを抑える事と少しの手間で家庭菜園でもおいしい実を
付ける事が出来ます！うまく育てればメロンやスイカは８月のお盆時期から
収穫出来ますので家族や親戚の皆でおいしく食べる事を期待して、少し手間
をかけて育ててみませんか？

家 庭 菜 園
メロン・スイカ
カボチャ・キュウリの定植まで

ウリ科の土作り
石灰200ｇ/㎡、肥料としてＪＡ肥料工場で設計・作成している NY000（農
配野菜用）60ｇ/㎡または NS428 を50ｇ/㎡を混ぜ込む。
（他の野菜用肥料でも
問題ありません）

畑作りとトンネルの立て方
①幅180㎝、高さ15～30㎝の高うねベットを作り、マルチをしておく。
※マルチで覆う前にかん水チューブを２本渡しておくと水やりがし易い
②ダンポール（トンネルの支柱）
、ハウスバンド、トンネル用ビニール、杭を
用意し、以下の様にトンネルを立てる。
③トンネルをかけたらその上から再びダンポールで押え、約７～10日間そのま
まにしておく。
※ダンポールで挟むと換気等の際にビニールをまくり易いです
かん水
チューブ

ハウスバンド

ダンポール

180㎝

ポイント（メロン・スイカ）
初期生育時の地温が高い事が重要なので
出来るだけ早めにトンネルを作り、トン
ネル内の温度を上げておきましょう。

ポイント（キュウリ・カボチャ）
キュウリ・カボチャはトンネルでなく、肥
料袋等で覆う程度でも作る事が出来ます。

ポイント（メロン・スイカ）
元肥を入れ過ぎてしまうと雌花が増え、
少なすぎると雄花が増えて実が出来なく
なります。元肥は控え目にし、様子を見
て追肥で補っていきましょう。

杭

トンネルの立て方

☆キュウリは茎立と地這えの２種類があるのでどちらを育てるか決めて
から苗選びをしましょう。
※地這えは仕立てる必要がないので比較的簡単ですが、キュウリの実が
育った時に探すのが少し大変という欠点もあります。

苗選び（共通）
・本葉が４～５枚
・葉のツヤが良い
・茎が太く、節目は短い接木苗
・根が白く、適度に回っている物

葉色は適度に濃い
緑色で、病班や害
虫の食害痕がない

葉が元気に広がり、 本葉の数が
いちばん上の葉が ４〜５枚
もっとも大きい

つるが長く伸び
すぎている

定植（メロン・スイカ・キュウリ）

定植（カボチャ）
カボチャは５月20日頃で霜が降りなければ
定植が出来ます。株間は上記と同じです。

ポイント
ウリ科は根を広く浅く張るので株間を広
く、深植えしない様にしましょう。

巻きひげが出ている

悪い苗

この３種は十分に地温の上がった５月末～
６月に定植をします。
株間は80㎝程間隔で植付けをし、片側のみ
に植付けをします。
定植後の目安気温は25℃前後、最低気温は
10℃を下回らない様にしましょう。

葉数が多く、
全体に小さめ
子葉が２枚とも
残っている

下葉が黄色く
なっていない

子葉が枯れて
いたり、ない

葉色が全体に薄かったり、
下葉が黄色い

ポットの底穴から
長い根が出ている

良い苗

ポットの底穴から白い
根が少し出ている

ポイント
株間80㎝

株間

①定植時にポットのまま水にどっぷりと
つけ、水を吸わせておく
②アブラムシ対策の為にダントン粒剤１
ｇ/株を株穴に混ぜてから定植をする

第69回通常総会は

５月26日㈮ 午前９時30分より
ＪＡ大会議室で開催します
※ お忙しい事とは存じますが、時間厳守でご出席下さい

通常総会 の
ご案内

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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収入保険制度は農業経営全体を対象としたセーフティーネットで、品目の枠にとらわれず、農業経営体の収入
全体を見て総合的に対応できる任意保険制度となっています（平成30年秋から加入申請予定）。
この制度では、自然災害による収量減少に加え、価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少が
補償対象となります。

１．対 象 者

青色申告の農業者に限定されます

○青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者（個人・法人）が対象です。
○青色申告の実績が、制度加入申請時に1年分あれば加入できます。
収入に対しての補償になります

○当年の収入が基準収入の９割を下回った場合に、下回った額の９割
（支払率）を補填します。

トンネルをかけた後にダンポールで押える

畑作り

収入保険制度って何？

２．補償内容

トンネル
15〜30㎝

あぐりnews

３．対象収入

品目毎ではなく農産物全体が対象になります

○自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です（補助金は含みません
が、直接支払交付金等の数量払いは含めます）。

４．保険料・積立金
○農業者は、保険料・積立金を支払って加入します（任意加入）。
○保険料・積立金は全経営体共通で設定し、保険料は危険段階別に設定します。保険料は50％・積立金は75％を
国庫で補助します。
※保険料は掛け捨て、積立金は補填に使われない限り翌年に持ち越されます。
基準収入が1,000万円の農業者が、補償限度９割
（保険方式＋積立方式）
、
支払率９割を選択した場合の保険料等の試算

●保険料＝基準収入（1,000万円）× 補償限度（８割）× 支払率（９割）× 保険料率（１％）＝7.2万円
●積立金＝基準収入（1,000万円）× 積 立 幅（１割）× 支払率（９割）×1/4（25％）＝22.5万円 計29.7万円

５．類似制度との関係

類似制度と重複加入はできません

○下記のいずれかの制度の加入する農業者は、収入保険制度には加入できません。
●農業共済 ※
●肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）
●収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）
●養豚経営安定対策事業（豚マルキン）
●野菜価格安定制度
●肉用子牛生産者補給金制度、肉用牛繁殖経営支援事業
●加工原料乳生産者経営安定対策
●鶏卵生産者経営安定対策
※固定資産を損失するもの（家畜共済・園芸施設共済等）及び診療費を補填するものを除く

６．加入スケジュール
○平成30年秋に加入申請が開始される予定です。
収入保険制度に関するご質問・ご相談については、お近くの農業共済組合にお問い合わせ下さい。
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クロスワードパズル
タテのカギ

⑳インドから伝わる心身調整法
㉑太陽や星がよく見える天候

ヨコのカギ

㉒台所ですることの一つ

④土を小高く盛り上げたもの

ます
③人事
に使う言葉
⑤初節句に
を用意した

の縁

⑯ボルトやナットを回す工具

ジといえば

⑭チョウの仲間。カラス、アオス

⑬袖振り合うも

⑩家を留守にする際は忘れずに

⑧野球の走者のこと

飾りとこいのぼり

④二つで１組のものを数えるとき

で所属部署が変わった

②映画の撮影時にカチンと鳴らし

①端午の節句に食べます

に由来することわざ

ルンプール
⑱人を怒らせることを「
れる」ともいいます

に触

⑮東南アジアの国。首都はクアラ

⑫まき割りや枝打ちに使う刃物

は多い

⑪中国の

⑨孫悟空の乗り物です

⑦車に乗って出掛けます

⑥人がたくさん住んでいます

①井戸などでくみ上げて使います

Ａコープにおまかせ♪

⑰すし屋の符丁で茶のこと

〈応募方法〉

名）
の中

別紙の解答用紙に答えを記入し、
ＪＡ鹿追町経営課、金融店舗、Ａ
コープ鹿追店、ホクレン鹿追給油
所、瓜幕事業所、東瓜幕事業所に
設置してあります応募ＢＯＸに投
函して下さい。応募の締め切りは
５月 日ですので、以降は無効と
なります。
毎月正解者の中から抽選により
名の方にＡコープ商品をプレゼ
ントします。
今月のプレゼント商品は、「北海
道深み玉葱ドレッシング羽幌甘エ
ビ」です。多数のご応募お待ちし
ています。

名
（応募総数

〈４月の正解〉

正解者

スカウンターでお受取り下さい。

末日までにＡコープ鹿追店サービ

れましたので、お手数ですが５月

から抽選により次の方々が当選さ

202

焼肉の注文なら
⑲布地を裁断した物

10

ラ ン ド セ ル

〈当選者〉 
石
松
加
菊
佐
村
髙
桑
菅
板
古
中
市
岡
森
東
木
遠
及
石

川
本
藤
地
藤
上
橋
田
野
垣
橋
村
川
島
住
原
幡
藤
川
田

新 太
京 子
友 子
竹
ゆうと
亘
壮 平
悠 雅
鶴 子
敦 夫
和 久
るきや
友 和
紫 苑
陽 子
千恵子
あゆみ
恵美子
愛 結
孝 司

（敬称略）

ので、お早目にお引取り下さい。

らなければ無効とさせて頂きます

なお、期日までにお引取りにな

ご注文は鹿追店サービスカウンター、各事業所まで。
仲町２丁目
緑町２丁目
緑町１丁目
北 鹿 追
泉町４丁目
瓜
幕
笹
川
新町１丁目
元町１丁目
下 鹿 追
北町２丁目
仲町２丁目
仲町４丁目
瓜
幕
新町３丁目
東町２丁目
中 瓜 幕
泉町２丁目
新町２丁目
緑町１丁目

18
19

柊
信用部 貯金共済課 喜多

春だ！
花見だ！
焼肉だ！
202

20

でした。

Ａコープ鹿追店・瓜幕店・東瓜幕店
66-2250 67-2131 67-2331
〈今月の抽選者は私です〉

鹿追町産の美味しい牛肉・豚肉をご賞味下さい。
人数・ご予算にあわせてお見積り致します。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

花

到
ン
ズ
来
ー
で
シ
す !!
見
〔389回〕
二重枠に入った文字を、Ａ→Ｆの順に
並べてできる言葉は何でしょうか？

